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住吉教会 2016 年度テーマ 

「いつくしみ深く 御父のように」      
     ―いつくしみの特別聖年― 

 

多くの祝日を迎える５月によせて 
コンスタンシオ・コンスルタ神父 

 春の花が咲き乱れ、私たちのまわりで新しい生活が始まるこの時期、私たちはこ

の月を喜びで満ち溢れるご復活のお祝いと私たちを導き、とりなしてくださる聖霊

が来られるのを待ち望みながら過ごします。 

 実際５月は月の初めから終わりまで祝日でいっぱいです。第一日曜日は復活節第

６主日です。最初の１５日間は復活節の典礼で、典礼色は、光の色、喜びの象徴、

そして純潔無垢をあらわす白です。５月の残りの日（聖霊降臨後の月曜日以後）は

通常典礼で、典礼色は緑です。これは草木が芽生える希望の色で、信仰の内に天の

国での永遠の収穫を刈り取る希望、特に栄光の復活の希望を呼び起こすものです。

しかし第二主日は主の昇天、第三主日の５月１５日は聖霊降臨、次週は三位一体の

主日、そしてこの月の最後の主日はキリストの聖体と続きます。 

 世界は春の光と芽生えに輝いています。この月が祝日であふれる一方、５月は祝

福された聖母マリアに捧げられる月でもあります。復活節においてこの月は聖母よ

りお生まれになった御子の復活の喜びに満ちた天の国の女王、聖母マリアの月であ

るのです。残りの復活節の間、聖なる典礼とロザリオの祈りを通して私たちの洗礼

による復活の秘跡に対する感謝を深めるように努めましょう。 

 「聖性の段階において教会の『かたどり』となるものは、ナザレのマリアである

ことを思い起こします。マリアは、聖性への道において皆に『先行』するものです。

彼女において、『教会は、すでに完成に到達し、しみもしわもない（エフェソ 5:27参

照）もの』でした。」 ヨハネパウロ２世 1988 年 ”Mulieris Dignitatem”              

使徒的書簡「女性の尊厳と使命」より 

 

皆様へ 

現在病気や高齢のために教会に行くのが困難な方で聖体、病者の秘跡、その他の祈り 

等を必要とされる方はご遠慮なく神戸中央教会（電話番号：０７８－２２１－４６８２）

までお申し出ください。緊急の時も同じようにしてください。 

   コンスルタ神父様、傘木神父様が応対してくださいます。 
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THE FEASTS-FULL MAY 

 Fr．Constancio Consulta  

  

As Spring blossoms forth and we are surrounded by new life, we spend this month 

full of the joy of Easter celebration and in anticipation of the coming of the Holy Spirit, our 

Counselor and Advocate. 

 

The month of May is practically filled with feasts from the first day to the last day of 

the month. The first Sunday of this month is the 6th Sunday of Easter. The first 15 days fall 

within the liturgical season of Easter, which is represented by the liturgical color white - the 

color of light, a symbol of joy, purity and innocence. The remainder of the month (beginning 

the Monday after Pentecost) is in Ordinary Time which is represented by the liturgical color 

green. This symbol of hope is the color of the sprouting seed and arouses in the faithful the 

hope of reaping the eternal harvest of heaven, especially the hope of a glorious resurrection. 

But the second Sunday is this month is the Ascension. The Third Sunday of this month, which 

is May 15th is Pentecost Sunday. The following Sunday is Trinity Sunday. And finally the 

last Sunday of this month is the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. 

 

The world is resplendent with Spring's increased light and new growth. While the 

month of May is full of feasts, likewise the month of May is dedicated to the Blessed Virgin 

Mary. It is Mary's month in the Easter season and all of nature rejoices with the Queen of 

heaven at the Resurrection of the Son she was worthy to bear. During the remainder of Easter 

time, let us endeavor through the prayers of the Holy Liturgy and the Holy Rosary to deepen 

our gratitude for the mystery of our Baptismal rebirth in Christ.  

 

"In the hierarchy of holiness it is precisely the 'woman,' Mary of Nazareth, who is the 

'figure' of the Church. She 'precedes' everyone on the path to holiness; in her person 'the 

Church has already reached that perfection whereby she exists without spot or wrinkle."  

JOHN PAUL II  Mulieris Dignitatem, 1988. 

 

 

教会維持費について 

いつも教会維持費へのご協力有難うございます。教会維持費制度は日本の教会固有の信徒の奉仕です。 

対象は成人以上で 収入のある方です。不安定な収入、年金生活等で困難な方もおられるとは思いますが、

教会共同体を支え育てるため 可能な限りのご協力をお願いいたします。神に感謝    財務チーム 
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２０１６年４月度評議会議事録 

1. 日時：２０１６年４月１７日（日） １１：３５～１２：５５、場所：住吉教会１階第２会議室 

 

2. 始めの祈り  

 

3. 星の園幼稚園連絡・協議事項 

 「平成28年度教会借用表」を頂き、承認。 

なお、告別式ミサ時の遺族控室等、集会室使用が重なる場合については別途協議予定。 

 

4.  

Ⅰ 日程確認 

   「年間行事計画」を本日、小教区総会で説明済みのため、省略。 

 

Ⅱ 審議事項 

（１）  チーム代表改選：①営繕チーム（現 MN氏、新 TY氏） 

評議会書面決議済、承認。 

（２）  ２０１５年決算、２０１６年度予算（チーム活動計画案含む） 

評議会決定、司祭承認済。 

（３）  墓地委員会報告：４名の委員の方の任期継続を評議会として御願いしました。 

５月２５日甲山合同墓参（前田大司教司式）バス計画承認。１５００円会費以上は教会負担とする。 

 

Ⅲ 検討事項 

（１） 祭具等必要物品の購入で高価なものは評議会決定、司祭承認必要。補正予算を組む。 

（２） 上記の主なもの 

 ア クリスマスの馬小屋 聖家族、羊を抱える羊飼い、博士（木彫） 購入承認。 

（３） KBH支援テレマン・アンサンブルコンサート（５月８日）チケット、４月３日完売。 

教会補助（承認済） 

（４） ホームページ委員会 「はじめて教会へ来られた方へ」  U で各評議員の意見（案）まとめ 

（５） 住吉だんじり祭り協賛金 支出済報告（例年どおり） 

（６） 大祝日行事等地区担当（２０１６年度） 

８月１５日被昇天 C地区、１２月２４日クリスマス D地区、１月成人お祝い＆新年会 A 地区 

２月聖パウロ三木祝日 B 地区、４月御復活 C 地区。 

（７） 教会玄関の整備について評議会決定 

     広報チームに依頼し、すっきりとしたレイアウトとする。 

     教会案内、ミサお知らせ等中心に掲示。学校案内は生徒募集時のみ掲示する。 

     社会活動チーム各種掲示はパウロ三木ホールへ入った左のホワイトボードの半分を使用し、 

     車輪のついた中掲示板を新たに購入し、ミサ時は受付の横に置き、見やすいようにする。 

     なお、ホワイトボードは１１月のバザー前は裏返し、バザー役割分担表として使用する。 

5. 終わりの祈り            

☆次回評議会  ５月１５日（日）１１：００から、第２会議室 

 


